
 
 
 
 

●日時：2014年２月１７日（月曜日)１３時３０分～１５時３０分 
●場所：板橋区グリーンホール１０１会議室  参加無料；ぜひお越しください！ 
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特集１ 

～赤ちゃんの駅から始まること2013～ 

子ども・子育て支援新制度と 
地域の子育て支援 

 平成25年12月9日（月）、板橋区グリーンホール2階ホールで、「子ども・子育て支

援新制度と地域の子育て支援」と題した講演会・パネルディスカッションが開催さ

れました。 

 子ども・子育て支援新制度は、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」

等の子ども・子育て関連3法に基づく制度をいいます。 

行って・見て・聞いてみました！ 平成25年12月9日 
板橋区グリーンホール2階ホールで開催 

「子育て関連3法」って・・・？ 

 保護者が子育てについての第一義的責任

を有するという基本的認識の下に、幼児期の

学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を

総合的に推進するための法。 

 質の高い幼児期の教育・保育の提供、保育

の量的拡大・確保、地域の子ども・子育て支援

の充実をめざしている。 

 板橋区では新制度の基本指針を踏まえ、 

○ 待機児童解消の推進 

○ 地域の子育て支援事業の充実 

この2点をポイントに取組みを進めます。 

 平成25年第3回板橋区議会定例会において「板橋区子ど

も・子育て会議」の設置が決まりました。（会議の委員は、従来

より調査検討を行ってきた板橋区次世代育成推進行動計画

推進協議会委員が引き続き担います） 

 こうして、平成25年11月に設置された『板橋区子ども・子育て会議』は、区民の方々に子育ての状況やニーズ

の調査を行ったうえで、板橋区の子育て施策について、幼児期の学校教育・保育や地域子ども・子育て支援事業

（地域の子育て支援事業・在宅子育て支援事業など）について調査審議を行います。 

赤ちゃんの駅をキーワードに！ 

 講演会の会場であるグリーンホール2階ホールは満席！関心の高さを物語っていました。まずは主催者を代表

して坂本健(さかもと たけし)板橋区長の挨拶から始まりました。区長は「板橋区が東京で一番住みやすいまちに

なるには、子育てしやすい環境づくりが必要不可欠。板橋が誇る“赤ちゃんの駅”をキーワードに、地域における子

育て支援を進めていきたい」と、子ども・子育て支援への取り組みが、板橋区としての大きな役割であることを示

されました。 
 つづいて、内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室参事官補佐の

須藤圭亮(すどう けいすけ)氏による「子ども・子育て支援新制度につい

て」の講演があり、旧制度との違いや新制度が目指すものについての説

明がありました。さらに、保育システム研究所代表の吉田正幸(よしだ ま

さゆき)氏による「子ども・子育て支援新制度と地域の子ども環境」につい

ての講演会がありました。 



子どもや子育て環境の状況に応じた子ども・子育て支援の提供(イメージ） 
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保育を利用せず 
家庭で子育てを行う家庭 
 
（子ども・子育てのニーズ） 

 学校教育＋子育て支援 

保育を利用する家庭 
 
（子ども・子育てのニーズ） 

学校教育＋保育＋放課後児
童クラブ＋子育て支援 

保育を利用する家庭 
 
（子ども・子育てのニーズ） 

  保育＋子育て支援 

保育を利用せず 
家庭で子育てを行う家庭 
 
（子ども・子育てのニーズ） 

  子育て支援 

子ども・子育て家庭の状況及び需要 

満3歳以上の子どもをもつ 満３歳未満の子どもを持つ 

市町村子ども・子育て支援事業計画 

需要の調査・把握 

認定こども園、幼稚園、保育所 
 

施設型給付の対象※ 

小規模保育事業者 / 家庭的保育事
業者 / 居宅訪問型保育事業者 等 

地域型保育給付の対象※ 

= = 

（施設型給付・地域型保育給付は、早朝・夜間・休日保育にも対応） 

※ 施設型給付・地域型保育給付の対象は、認可を受けた施設・事業者 

地域子育て支援拠点事業、一時預かり 
乳児家庭全戸訪問事業等 

 
※対象事業の範囲は法定 

・延長保育事業 
・病児・病後児保育事業 

放課後児童 
クラブ 

 上の図は、内閣府で発表された資料([子ども・子育て関連３法について」;平成２５年４月内閣府・文部科学省・厚生

労働省）から抜粋したものです。子ども・子育て家庭の状況の違いによって、それぞれのニーズがあり、それに応じ

た支援の形があることが分かります。今後は、支援の内容が多様化するだけでなく、需要も増えていくことが予想

されます。板橋区の子育て支援者のみなさんが、子育て真っ最中のご家庭を支援する貴重な社会資源であること

は、まちがいありません。 

 都会化によって希薄になった地域での人間関係をとりもどし、顔が見える関わりあい、安心できる地域をつくっ

ていくために、「地域で子育て」はとても大切なことです。その鍵を握っている子育て支援者のみなさんが、より

支援活動がしやすくなり、お子さんを預ける親御さんも安心して支援が受けられるために、今後も、みなさんの声

を生かしながら、「板橋区の子育て支援について」考えていきたいと思います。そのためにも、ぜひ、サポステ交流

会や研修会は、意見を交える絶好の機会ですので、参加されて、子育て支援についてのご意見をお聞かせくださ

い。よろしくお願いいたします。板橋区のホームページにも、子育て支援の新制度についての情報が載っています。

ご興味のある方は、ぜひご覧になってみてください。 

子どものための教育・保育給付 

地域子ども・子育て支援事業 ※対象事業の範囲は法定 
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特集２ 
行って・見て・聞いてみました！ 

育児支援ヘルパー講習会・調理実習レポート 

 「育児支援ヘルパー」は区内在住で出産予定日の１か月前から生後１歳未満の乳児のいる家庭に、家事や育児の手

伝いに行ってくださる方。主な支援内容は、食事の支度、買い物、洗濯、掃除などの家事の補助や、沐浴・授乳などの

育児の援助です。子育て支援者養成講座2級を修了した方で、育児支援ヘルパー講習会(講義と調理実習）を受講さ

れた方が活動しています。昨年の11月15日、大原社会教育会館で開催された育児支援ヘルパー講習会の調理実習

を見学してきましたので、レポートします。 

 午前中は育児支援ヘルパーとしての心構えや支援内容など講義があり、

午後に調理実習がありました。管理栄養士の先生から、産後のお母さんと

子どもに必要な栄養についてのお話や実習の注意点の指導があり、その

後、調理実習を始めます。調理台の上には、肉や魚、野菜、くだもの、パスタ

や小麦粉、パン、お米・・・などなど、いろんな食材でいっぱい！これらはす

べてごく一般的な家庭にある食材ばかりです。 

  調理実習では、離乳食とお母さんのための食事を作ります。たくさん

の食材から献立を決め、必要な食材を各自の調理台に調達して調理が

スタート! 

  離乳食は、月齢に合わせて（ゴックン期/モグモグ期/パクパク期）、大

人の献立からアレンジをしていきます。調理実習は限られた時間の中で

とても忙しそうでしたが、みなさん楽しそうでした。 

 実習会場は大原社会教育会館内の調理室です。器具が整っていて、学

校の家庭科の調理室のようでした。受講生のみなさんは手慣れていて、手

際良く準備・調理が進んでいきました。講習会は1日ですが、みなさんとて

もチームワークがとれていて、スムーズに調理が進んでいきました。さす

がです！ 

  育児支援ヘルパーは、お母さんとお子さんをともにサポートする大切な 

食材から献立を決めて、「さあ、調理スタート！」 

 あっという間に、美味しそうなお料理が完成。 

どのグループも、栄養バランスを考えた献立でし

た。離乳食は、すりつぶしたり、刻んだり、調味を加

減したり・・・月齢に合わせて、食べやすく工夫され

ていました。 

役割を担っています。その内容は調理だけではありませんが、ときに、新米ママに、離乳食の相談を受けること

もあります。楽しくサポートすることができたら、不安でいっぱいのママたちがホッとするのかもしれませんね。

受講されたみなさん、取材へのご協力ありがとうございました。 
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タイムス 

子育て支援者アンケートへの
ご協力ありがとうございました 

   昨年の8月末～9月に、子育て支援者のみなさまにご協力をお願いしたアンケートを集計しました。設問数が多いア

ンケートでしたが３０９通の回答をいただきました。ありがとうございました。いただいた内容は、支援者のみなさまの

声として、子育て支援者活動支援のさらなる向上ために生かしていきます。今号では、子育て支援者の活動状況につ

いて集計結果の一部をお伝えします。 

自身の子育ての

ため51, (8%) 

自身の孫育ての

ため59, (10%) 

子育てに関する知

識を身につけるた

め, 195(33%) 

無償ボランティア

活動をするため, 
126, (21%) 

有償ボランティア

活動をするため
168, (28%) 

問10・現在子育て支援活動（就業・ボランティアを含む）をされていますか？ 

問７ 

受講動機はなんですか？（あてはまるものすべて） 

問５ 

子育て支援者養成講座の修了課程を教え

てください 

3級修了
144,(47%) 2級修了 

158, (51%) 

無回答  
7,  (2%) 

169(54%) 135(44%) 
5(2%) 

している していない 無回答 

●回答数・回答率・・・対象者数７５６名中、３０９名から回答（回答率４１％） 

45 
16 

3 
9 

14 
30 

2 
6 

9 
28 

23 
4 

22 
81 ファミリーサポートの援助会員 

育児支援ヘルパー 

こんにちは赤ちゃん訪問 

家庭福祉員保育サポーター 

一時保育者（生涯学習課） 

保育園の臨時職員 

児童館、学童クラブ臨時職員 

小学校の臨時職員 

地域で無償ボランティア活動 

児童館で無償ボランティア活動 

保育園で無償ボランティア活動 

子育て広場で無償ボランティア活動 

健康福祉センターで無償ボランティア活動 

その他 

問11-A 

問10で（子育て支援活動を）「している」とお答えいただいた方におたずねします。どんな活動をされ

ていますか？（あてはまるものすべて） 
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すまいる掲示板 

ただいま  活動中!! みなさんの声 

あなたの「活動して良かったこと！感動したこと！楽しかったこと！」「たいへ
んだったこと・みんなで考えて欲しいこと」などなど・・・。どうぞ、みなさんの声を
お寄せください。80～400字以内が目安です。イニシャルで掲載します! 

メールアドレス info@saposute.info またはFAX（5943-1888）まで 

問11-B 

問10で（子育て支援活動を）「している」とお答えいただいた方におたずねします。活動の頻度を教えてく

ださい。 

※(その他で回答された自由記載文は紙面の都合上、掲載しておりません。ご了承ください。 

2 

34 

18 

56 

28 

22 

32 

16 

無償ボランティア活動 

有償ボランティア活動・臨時職員 

ほぼ毎日 週1～1回程度 月1～2回程度 まれに活動する程度 
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● 読み聞かせにオススメ＊たのしくておいしそうなしかけ絵本 ● 

ガイド 

■作：よねづ ゆうすけ 
■出版社 講談社 
■本体価格：８５０円（税込 ８９３円） 
 
おかしにかくれんぼしてるのは、だーれ？ 
さあ、だれがかくれているのか、みつけてみよう。 
あてっこ遊びが楽しい、ユニークなしかけ絵本。 
 
作者のよねづさんは、板橋区でもおなじみのボローニャ国際絵本原
画展の入選により、海外出版社から絵本を出版し、活躍されている
絵本作家さんです。 

子育て支援に役立つ情報を 
お届けします 

おかし だーれ？  

● 感染性胃腸炎に気をつけて！ ● 

 冬は、風邪やインフルエンザだけでなく、ウイルスを原因とする感染性胃腸炎対策も大切です。最近では、冬

に限られたものではなく、一年を通して感染が報告されるようになりました。感染性胃腸炎は、乳幼児や高齢者

は下痢による脱水症状が起きることもあるので、症状が出たら、早めに医師に受診することが大事です。  

【予防のポイント】  （参考：東京都感染症情報センター） 

・最も大切なのは手を洗うことです。特にトイレの後、ま

た調理や食事の前には石けんと流水で十分に手を洗い

ましょう。  

・便やおう吐物を処理する時は、使い捨て手袋、マスク、

エプロンを着用し、処理後は石けんと流水で十分に手を

洗いましょう。 

・カキなどの二枚貝を調理するときは、中心部まで十分

に加熱しましょう。（中心温度85℃1分以上の加熱が必要

です） 

ハイター等の市販の漂白剤を使った消毒液のつくり方 
（市販の漂白剤：塩素濃度約5％の場合） 
 
●0.02％・・・環境消毒(家庭や施設において、発生時にト
イレのドアノブや手すりなど、多くの人が触れる場所の
消毒に使用) 
 
 
 
 
●0.1％・・・嘔吐物・ふん便が付着した場合の処理に使用 
 
 
 
 
（注）次亜塩素酸ナトリウムは金属を腐食させるため、金
属部分に使用した場合は10分程度たったら水拭きしてく
ださい。また、塩素ガスが発生することがあるので、使
用時は十分に換気をしてください。 

0.02%（200ppm） 
2リットルのペットボトル1本の水に原液10ml 
      （原液をペットボトルのキャップ2杯） 

0.1%（1000ppm）  
500mlのペットボトル1本の水に原液10ml 
      （原液をペットボトルのキャップ2杯）  

 子どもたちに人気の「アンパンマン」の作者であるやなせたかしさんが、昨年10月13日に94歳でお亡くなり

になりました。やなせさんは、北区滝野川のご出身。1941年に野戦重砲兵として日中戦争に出征されました。

第二次世界大戦では弟が戦死しています。 

 アンパンマンは、困った人がいると、自分の頭をちぎって分け与えるシーンが印象的です。やなせさん独特

の哲学は、こうしたご苦労の上に生みだされたものなのでしょう。東京都新宿区の「アンパンマンショップ」に

は、やなせさんの直営店として、入手困難な著書やCDなども置いてあるそうです。お近くに行かれた際に、ぜ

ひ立ち寄ってみてはいかがですか。 

anpanman shop 12：00～18:00(月曜定休） 

東京都新宿区舟町７（東京メトロ丸の内線四谷三丁目駅より徒歩3分） 

● やなせたかしさんを偲んで・・・  ● 
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  集 後 記 編 

 ２０１３年の後半は、あっという間に過ぎて、新年を迎えて、「今年は1日を大切に過ごそう」と思ったのですが、

もう1月も終わってしまいます。時がたつのは早いものです。お正月に、久しぶりに家族や親せきが集まると、昨年

は赤ちゃんだった子どもが、もうすっかり走り回っていてビックリ・・・。子どもの成長も早いものですね。今年は午年。

馬が駆け抜けていくように、時間が過ぎてしまうのでしょうか。 

 昨年８月末～９月にお願いしましたアンケートを集計しました。情報誌「すまいる」の誌面について、貴重なご

意見をいただきました。子育て支援活動に生かしていただけるように、ご意見をひとつひとつしっかり読ませて

いただきます。今年もどうぞよろしくおねがいいたします！（編集担当：岡本・野邉） 

発行 子育て支援者活動サポートステーション 
（NPO法人ボランティア・市民活動学習推進センターいたばし）   
 
〒173-0005  東京都板橋区仲宿45-6 
         デイサービスおむすび内 

ホームページ  http://www.saposute.info 
メールアドレス info@saposute.info 
TEL＆FAX   03-5943-1888 
 

板橋区子育て支援者活動サポートステーション＊サポステ研修会 

家庭訪問型子育て支援から考える親支援 
■ 講師：NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ 理事長 小俣みどりさん ■ 

 

★とき：2014年 2月17日（月曜日)13時30分～15時３０分 
★場所：板橋区立グリーンホール 1階・101会議室 

 子育て中に抱く不安や心配など、保護者が誰かにサポートしてほしい時に、家庭を訪問し、傾聴（話を

受け止め聞いたり）、協働（育児や家事を一緒にしたり、出かける）等の活動をしている「ホームビジター

派遣事業」を行う、NPO法人子育てネットワーク・ピッコロの理事長 小俣みどりさんを迎え、子育て中の

親御さんが抱える問題や、その対応について、お話をうかがいます。 

 親御さんたちの生の声に接するなかで感じることや、支援がどの

ような役割を果たすのか、などについて、実際の活動内容とともに、

お話しいただきます。子育て支援は、お子さまのお預かり、保育支援

だけではなく、「親支援」も大事な役割のひとつ。子育ての孤立化を

防ぎ、不安を減らしていくために、子育て支援者としてできることを

考えてみます。 


